
ME

氏　名 所属 チーム名

阿部　嵩之 北海道 シマノ　

奈良　基 宮　城 peugeot cycles nippon

青柳　憲輝 栃　木 ｼﾏﾉﾚｰｼﾝｸﾞ

小室　雅成 埼　玉 cannondale-spacezeropoint

佐野　淳哉 埼　玉 Team　NIPPO

倉林　貴彦 東　京 なるしまフレンド

小畑　郁 東　京 なるしまフレンド

岩島　啓太 東　京 なるしまフレンド

田中　桂太 東　京 synerzy

飯島　誠 東　京 グルッポアクアタマ

浜頭　恭 東　京 グルッポアクアタマ

山本　健一 東　京 なるしまフレンド

町田　広 神奈川 ACQUA TAMA

山崎　潤 神奈川 Logisty Jack Cycling Team

相原　浩 神奈川 湘南ベルマーレ

渡辺　祐樹 山　梨 Forzi:k

小坂　正則 長　野 スワコ　レーシング

小坂　光 長　野 ブラウ　ブリッツェン

石井　基朗 静　岡 竹芝サイクルレーシング

豊田　勉 愛　知 豊田業務店

大塚　航 京　都 岩井商会GANWELL RACING

太田　貴明 京　都 TeamUKYO

和田山　尚史 大　阪 エルドラード

窪木　一茂 和歌山 和歌山県教育委員会

福島　晋一 ＪＰＣＡ トレンガヌサイクリングチーム

須藤　大輔 千　葉 VOLCAオードビーBOMA-UVEX

山倉　幹丈 千　葉 AQULS内房レーシング　　

西谷　泰治 愛　知 愛三工業レーシング

盛　一大 愛　知 愛三工業レーシング

清水　良行 岡　山 TeamUKYO

斉藤　祥太 埼　玉 TeamUKYO

嶌田　義明 埼　玉 TeamUKYO

西薗　良太 鹿児島 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｱﾝｶｰ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾁｰﾑ

畑中　勇介 東　京 シマノレーシング　　　

鈴木　譲 神奈川 シマノレーシング

入部　正太朗 奈　良 シマノレーシング

野中　竜馬 広　島 シマノレーシング

MJ

氏　名 所属 チーム名

佐藤　照吾 埼　玉 川越工高

山川　遼 埼　玉 栄北高

塩田　航平 埼　玉 栄北高

佐藤　智紀 埼　玉 栄北高

渡辺　直哉 埼　玉 栄北高

西尾　雅俊 埼　玉 栄北高

内野　直也 埼　玉 湘南ベルマーレ

下谷地　平 埼　玉 栄北高

西村　大輝 東　京 昭和第一学園

樋口　峻明 神奈川 横浜高

伊藤　舜紀 北海道 ボンシャンス飯田

MU17

氏　名 所属 チーム名

小山　貴大 群　馬 前橋育英高

藤田　一鷹 埼　玉 狭山工高

早川　侑哉 埼　玉 栄北高

猿田　匠 埼　玉 栄北高

川合　銀河 埼　玉 栄北高

橋詰　丈 東　京 昭和第一学園

石上　優大 神奈川 EQADS

渡辺　歩 福　島 EQADS

MU23

氏　名 所属 チーム名

高宮　正嗣 北海道 鹿屋体育大

三浦　一樹 秋　田 SHOWA・R・F

大山　宏仁 秋　田 東北学院大

門脇　翼 秋　田 東北学院大

佐藤　隆大 秋　田 東北学院大

岡　泰誠 茨　城 cannondale space zero point

倉林　巧和 群　馬 日本体育大

長瀬　幸治 埼　玉 鹿屋体育大

北川　明人 東　京 中央大

林　航平 神奈川 HAMMER BROS．

佐々木　龍 神奈川 早稲田大

鈴木　大貴 新　潟 山梨学院大

山崎　航 石　川 Team Eurasia

吉川　希望 石　川 順天堂大

上村　領佑 三　重 スミタラバネロパールイズミ

雨乞　竜己 京　都 岩井商会GANWELL RACING

平井　栄一 神奈川 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｱﾝｶｰ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾁｰﾑ U23

椿　大志 東　京 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｱﾝｶｰ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾁｰﾑ U23

寺崎　武郎 福　井 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｱﾝｶｰ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾁｰﾑ U23

清水　太己 東　京 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｱﾝｶｰ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾁｰﾑ U23

一丸　尚伍 大　分 EQADS

市川　貴大 埼　玉 EQADS

太田　勝也 宮　城 東北学院大

大田口　凌 宮　城 東北学院大

日向　剛史 青　森 東北学院大

戸田　拓哉 埼　玉 東北学院大

大中　巧基 京　都 早稲田大

郡司　昌紀 埼　玉 中央大

WE

氏　名 所属 チーム名

上野　みなみ 青　森 鹿屋体育大

與那嶺　恵理 茨　城 チーム・フォルツァ！

智野　真央 東　京 MUUR　ZERO　 Velofutur

菊池　香 神奈川 なるしまフレンド

萩原　麻由子 和歌山 サイクルベースあさひ

米田　和美 北海道 Ready Go JAPAN

赤塚　友梨恵 埼　玉 Ready Go JAPAN

豊岡　英子 大　阪 パナソニックレディースチーム

WJ

氏　名 所属 チーム名

浅田　聖奈 愛　知 中京大

伊藤　杏菜 愛　知 Ready Go JAPAN

WU17

氏　名 所属 チーム名

中村　千鶴 富　山 TeamUKYO
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